
 

回 開催日 場所 内容
第1回 2008年7月17日 鳥取赤十字病院 01法による校正手順と方法
第2回 8月20日 鳥取市立病院 01法による校正手順と方法
第3回 9月24日 鳥取赤十字病院 軸外線量比測定（空中と水中における）
第4回 10月17日 鳥取市立病院 軸外線量比測定（空中と水中における）
第5回 11月19日 鳥取赤十字病院 放射線治療専門認定技師対策
第6回 12月16日 鳥取県立中央病院 装置更新見学
第7回 2009年1月14日 鳥取県立中央病院 01法による校正とRTPS（XiO)による計画）
第8回 2月18日 鳥取市立病院 他施設の品質管理状況について
第9回 3月11日 鳥取赤十字病院 訪問調査について、線量校正手順についての具体的手法
第10回 4月22日 鳥取県立中央病院 加速装置の幾何学的ＱＣ
第11回 5月20日 鳥取市立病院 吸収線量測定法０１レクチャー
第12回 6月24日 鳥取赤十字病院 86法と０１法の比較測定レクチャー
第13回 7月10日 鳥取市立病院 下段がMLCのコリメータ散乱係数について
第14回 8月12日 鳥取県立中央病院 研修報告（県中朝野）
第15回 9月12日 岡大三朝医療センター 受入れ試験、MU検証、TBI、モンテカルロ
第16回 10月14日 鳥取市立病院 セットアップエラー、アルゴリズムの違いによるリーフマージンについて
第17回 11月18日 鳥取赤十字病院 学会発表予演会
第18回 12月8日 ぐらっちぇ 照射野ランプ交換における軸ブレ　　忘年会
第19回 2010年1月13日 鳥取市立病院 記述試験対策
第20回 2月18日 鳥取赤十字病院 記述試験対策
第21回 3月15日 鳥取県立中央病院 学会発表予演会、放射線生物学
第22回 4月21日 鳥取市立病院 ＲＴＰＳアルゴリズムの違いで計算結果は？
第23回 5月19日 鳥取赤十字病院 電子線計測
第24回 6月16日 鳥取県立中央病院 水等価固体ファントムを使用したTPS計算値の検証
第25回 7月21日 鳥取市立病院 ０１法の実習型講習会演習
第26回 8月18日 鳥取赤十字病院 ０１法の実習型講習会演習
第27回 9月15日 鳥取県立中央病院 専門技師認定試験出題問題検討会
第28回 10月23日 三朝町総合文化ホール 高知フォーラム予演会
第29回 12月1日 鳥取市立病院 緩和治療について/国立がんセンター研修報告
第30回 12月15日 鳥取赤十字病院 来年度の研究会活動方針について
第31回 2011年1月19日 鳥取県立中央病院 アイソセンタのＱＣ
第32回 2月16日 鳥取市立病院 治療計画のＱＡ「ＤＶＨについて」
第33回 3月16日 鳥取赤十字病院 次年度の活動計画について
第34回 4月20日 鳥取県立中央病院 ＴＢＩの線量補正
第35回 5月25日 鳥取市立病院 電子線計測
第36回 6月15日 鳥取赤十字病院 専門技師試験対策
第37回 7月20日 鳥取県立中央病院 専門技師試験対策
第38回 8月17日 鳥取市立病院 治療計画装置のコミッショニング
第39回 9月21日 鳥取赤十字病院 幾何学的管理
第40回 10月19日 鳥取県立中央病院 鳥取フォーラム予演会
第41回 11月22日 鳥取市立病院 モンテカルロシミュレーション
第42回 12月21日 鳥取赤十字病院 肺がんの放射線治療
第43回 2012年1月17日 鳥取県立中央病院 治療装置の幾何学的管理
第44回 2月22日 鳥取市立病院 水等価ファントムを使用したモニタ校正
第45回 3月28日 鳥取赤十字病院 乳がんの放射線治療
第46回 4月18日 鳥取県立中央病院 当院の放射線治療、学会報告
第47回 5月23日 鳥取市立病院 前立腺治療におけるセットアップ、子宮頸がん腔内照射
第48回 6月20日 鳥取赤十字病院 今後の研究会について

第49回 7月25日 鳥取赤十字病院 ks、kpol　について

第50回 8月22日 鳥取県立中央病院 乳がんの放射線治療
第51回 9月26日 鳥取市立病院 カーマについて
第52回 10月24日 鳥取赤十字病院 CSFRT予演会
第53回 11月28日 鳥取県立中央病院 症例報告
第54回 12月18日 鳥取市立病院 水吸収線量の標準計測法12について

第55回 2013年1月23日 鳥取赤十字病院 水吸収線量の標準計測法12について(電子線のkQについて）

第56回 2月20日 鳥取県立中央病院 阻止能について
第57回 3月28日 鳥取市立病院 ウェッジファクタについて
第58回 4月17日 鳥取赤十字病院 今後の活動について
第59回 5月15日 鳥取赤十字病院 質量エネルギー吸収係数について
第60回 6月19日 鳥取県立中央病院 ＩＧＲＴ診療報酬について
第61回 7月17日 鳥取市立病院 前立腺の治療について
第62回 9月25日 鳥取赤十字病院 骨転移について
第63回 10月15日 鳥取県立中央病院 固定精度、機械的精度QC、QA
第64回 11月26日 市立病院 肺がんの治療
第65回 12月17日 ぐらっちぇ 意見交換会
第66回 2014年1月22日 鳥取赤十字病院 放射線治療の副作用
第67回 2月19日 鳥取県立中央病院 法改正への対応
第68回 3月19日 市立病院 放射線治療概論
第69回 4月23日 市立病院 放射線治療概論
第70回 5月28日 鳥取赤十字病院 装置QA
第71回 6月18日 鳥取県立中央病院 電子線全身照射について
第72回 7月23日 市立病院 不確かさについて
第73回 8月20日 鳥取赤十字病院 インシデントについて
第74回 9月17日 鳥取県立中央病院 固定具について
第75回 10月15日 市立病院 トゥルービーム
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